
日 SUN 月 MON 火 TUE 水 WED 木 THU 金 FRI 土 SAT

相＝そうだん
子＝子ども
児＝児童館
図＝図書館
千＝千鳥苑
文＝文化協会
ス＝スポーツ協会

休＝施設休館日　　予＝要予約

●シニアのための応援セミナー予
　市501～503

13:00～15:30⇒P15

要予約

市役所501～503会議室
詳しくは「広報こが」15ページで

相福祉相談（知的障がい）予
� 13:30～15:30

詳しくは裏面の相そうだんで

市市役所（代表）� ☎942-1111
　経経営戦略課（広報）� ☎942-1346
　農農林振興課� ☎942-1120
　教教育総務課� ☎942-1131
ササンコスモ古賀
　福福祉課� ☎942-1150
リリーパスプラザこが
　交交流館（生涯学習推進課）�☎942-1347
　図図書館� ☎942-2561
　歴歴史資料館� ☎944-6214
米米多比児童館� ☎946-3642
ココスモックス� ☎942-1244
フファンノック（ししぶ児童センター）
� ☎942-6628
エエコロの森（古賀清掃工場）
� ☎942-1530

鶴３ ＝花鶴丘３丁目区公民館
鶴５ ＝花鶴丘２丁目５棟前
鶴12 ＝花鶴丘２丁目12棟集会所前
日吉 ＝日吉台区公民館
庄南 ＝庄南区公民館
見南 ＝花見南区公民館
見２ ＝花見東２区公民館
舞１ ＝舞の里１区集会所
舞５ ＝舞の里５区集会所
千南 ＝千鳥南区公民館　 千苑 ＝千鳥苑
川２ ＝町川原二区公民館
フェ ＝フェニックスマンション

児こめこめくらぶ①
� 10:00～11:00
相そうだん５予� 10:00～15:00
相福祉相談（知的障がい）予
� 13:30～15:30

●国史跡船原古墳速報展歴
　～6/24㈬まで� 10:00～18:00
●献血リ
� 10:00～12:00　13:00～16:00
子ミニつどいの広場
古賀西学童� 10:00～11:30

子ブックスタート� 受付10:15
千リラックス体操� 13:30～14:30

子土曜ミニつどいの広場
� 10:00～12:30
文男子キッチン� 10:00～13:00
図どようおはなし会
� 11:00～11:30
文サロンコンサート�13:30～15:00
児エンジョイ事業� 14:00～15:00
図名画会� 14:00～15:28

子ミニつどいの広場
舞の里学童� 10:00～11:30

相古賀よろず創業・経営相談窓口予
� 10:00～12:00　13:00～17:00
児ぽこあぽこ� 10:30～11:30
相福祉相談（精神障がい）予
� 13:30～15:30

子離乳食教室予� 受付9:00～9:30
文みんなで歌う昭和歌声広場
� 10:00～11:30
子ミニつどいの広場
青柳学童� 10:00～11:30

児ぽぽっと①� 10:30～11:00
図赤ちゃんおはなし会
� ①11:00～11:20　②11:40～12:00

子すこやか教室� 受付9:00～9:20
児こめこめくらぶ②
� 10:00～11:00
子ミニつどいの広場
花見学童� 10:00～11:30

児ぴぃかぁぶぅ①� 10:30～11:00
相福祉相談（身体障がい）予
� 13:30～15:30

子ミニつどいの広場
古賀西学童� 10:00～11:30

子７か月っこ広場� 10:00～12:00
相そうだん５予� 13:00～15:00

図どようおはなし会
� 11:00～11:30

子ミニつどいの広場
舞の里学童� 10:00～11:30

●女性起業カフェフォローアップセミナー予
　リ103� 9:30～12:00
●みんなでフリマエ�10:00～13:00
●おとなのかえっこエ�10:00～14:00
児ぽこあぽこ� 10:30～11:30
●１歳６か月児健康診査サ
� 受付13:00～13:50
相福祉相談（視覚障がい）予
� 13:30～15:30

子ミニつどいの広場
青柳学童� 10:00～11:30

児ぽぽっと②� 10:30～11:00
図小さい子のおはなし会
� 11:00～11:30

児こめこめくらぶ③
� 10:00～11:00
子ミニつどいの広場
花見学童� 10:00～11:30

文バレエストレッチ�10:15～11:45
相福祉相談（知的障がい）予
� 13:30～15:30

子ミニつどいの広場
古賀西学童� 10:00～11:30

子ミニつどいの広場
ママ交流� 10:00～12:00

子土曜ミニつどいの広場
� 10:00～12:30
図どようおはなし会
� 11:00～11:30

子ミニつどいの広場
舞の里学童� 10:00～11:30

●３歳児健康診査サ
� 受付13:00～13:50
� 終了後セカンドブック引き換え

子ミニつどいの広場
青柳学童� 10:00～11:30

●エコエコクッキング予エ
� 10:00～13:00
相県中高年就職支援センター
　出張相談予� 10:00～15:30
児ぽぽっと③� 10:30～11:00
●定例教育委員会
　市402教� 13:30～15:30

子すこやか教室� 受付9:00～9:20
児こめこめくらぶ④
� 10:00～11:00
子ミニつどいの広場
花見学童� 10:00～11:30

児ぴぃかぁぶぅ②� 10:30～11:00
相福祉相談（身体障がい）予
� 13:30～15:30

図どようおはなし会
� 11:00～11:30

相そうだん５予� 10:00～15:00
相補聴器相談� 10:30～12:00

●献血　グッデイ古賀千鳥店
� 10:00～12:00　13:00～16:00
子おもちゃの病院� 13:00～16:00
●定例農業委員会
　市第一委員会室農� 15:00～

子１歳誕生広場� 10:30～12:00

相そうだん５予� 10:00～15:00
相補聴器相談� 10:30～12:00

図子ども映画会� 14:00～15:16

軽自動車税（全期）
の納期限は

６月１日㈪です。

納付は便利な口座振替で
子ミニつどいの広場
パパ交流� 10:00～12:00

カレンダーの見かた

どこ市内の施設の表示と電話番号

どこ

なに
いつ

詳細は裏面

も　よ　お　し

コスモス広場　移動販売

〈発行日〉�令和２年４月20日（毎月発行）第622号　　〈発行〉�古賀市役所経営戦略課

●広報こがといっしょにご覧ください。

月 広報こが 行事カレンダー5
2020 休日当番医（5/3～6も診療） ■診療時間　9:00～12:00　13:00～17:00

内科・小児科
（いずれかの診療になる
　　　　　ことがあります）

粕屋北部休日診療所 サンコスモ古賀内 ☎942-1511

歯科 粕屋中南部休日診療所 久山町久原3168-1 ☎652-3119
外科（医カレンダー内） 受付時間は医療機関ごとに異なります。お問い合わせください。

◀イベント
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医大岩外科胃腸科医院�☎942-6231

医新宮整形外科� ☎962-2281

医植田脳神経外科医院�☎943-2220

医亀山整形外科医院�☎944-2112

休リ

休リ

休リ 休図歴

休リ

4/26

医なかよし脳神経クリニック�☎941-5121 医秋山クリニック� ☎963-5522 医みやざき整形外科�☎410-1192

医すなお医院� ☎941-4210

休リ

4/27 4/28 4/29 4/30

医原外科医院� ☎962-0704 医福岡東医療センター�☎943-2331

見南 10:00～
日吉 11:30～

フェ 10:00～
川２ 11:30～

鶴12 10:00～
鶴５ 11:05～

見２ 11:00～舞１ 11:00～
千苑 12:20～

庄南 11:00～
鶴３ 12:10～
舞５ 13:10～

日吉 11:30～
千南 12:30～

エコロの森分別収集
10:15～12:45

エコロの森分別収集
10:15～12:45

鶴12 10:00～
鶴５ 11:05～ 見南 10:00～ フェ 10:00～

川２ 11:30～

見２ 11:00～舞１ 11:00～
千苑 12:20～

庄南 11:00～
鶴３ 12:10～

今月の税金と料金

31

エコロの森分別収集
10:15～12:45

※ 新型コロナウイルス感染症
対策で行事が変更になるこ
とがあります。

　 参加前に市ホームページな
どで確認をお願いします。

※４月８日時点の情報で作成しています。



内　容 場所・連絡先など
そうだん５（ファイブ）
人権問題や身の回りの悩み事、行政に対する苦情・要望の無料相談予

人権センター　市第２庁舎１階
☎942-1128　予【前日16時まで（土日祝を除く）】

県弁護士会
古賀法律相談センター予 月・水・土13:00～16:00 市隣保館「ひだまり館」内　☎940-4100

紹介状の交付は市なんでもきくコーナー・「ひだまり館」にて

市消費生活センター 月・水・金・土10:00～15:30 市隣保館「ひだまり館」内　☎410-4084
（祝日・お盆・年末年始は休み）

市無料職業紹介所 月～金�9:15～17:00 市第２庁舎１階　☎942-2258
（祝日・お盆・年末年始は休み）

福祉相談（ピアカウンセリング）予
当事者相談員による障がいに関する相談

市障害者生活支援センター「咲」　中央５-3-15
☎944-2441　電話相談受付有（来所の場合は要連絡）

補聴器相談 サ福祉課���☎942-1150

家庭児童相談室（子育て・親子関係など） 平日
8:30～17:00

サ子育て支援課　☎942-1001

こども発達ルーム（就学前の発達相談） サ子育て支援課　☎942-1158

こが女性ホットライン 10:00～17:00（木のみ～19:00） ☎401-5353　（祝日・年末年始を除く毎日）

古賀よろず創業・経営相談窓口（創業予定者など）予 市206会議室　　　県よろず支援拠点　　�☎622-7809

県中高年就職支援センター出張相談（40～64歳）予 市無料職業紹介所　県中高年就職支援センター�☎433-7780

青少年支援センター（青少年に関する相談） 平日�8:30～17:00 リ青少年支援センター　　　　　　　　　�☎943-2615

日　時 場　所 対象・参加費・申し込み

登山協会 毎月第３日曜
8:40 古賀グリーンパーク

個人400円
家族600円
現地受付

ゲートボール
協会

5/9㈯
8:30

千鳥苑
多目的広場

会員１チーム
1,000円
1週間前まで予
千鳥苑

グラウンドゴルフ
協会

毎月
第１・３木曜
9:00～

市民グラウンド 会員200円
当日現地受付

軽スポーツ協会 毎週火曜
9:00～

市民グラウンド・
市民体育館

一般市民
年会費5,000円
（半期2,500円）
当日現地受付

いつ もよおし 料　金
8㈮ リラックス体操 入館料のみ

日 行　事 時間・場所
6/7㈰
雨天時
6/28㈰

市民硬式テニス大会
（ミックスダブルス）

8:00集合
千鳥テニスコート

6/7㈰ 壮年者
ゲートボール大会

8:30受付　9:00開始
千鳥苑多目的広場　 問 千鳥苑

6/7㈰ リズム体操
市民ふれあい大会

10:00～12:00
市民体育館

6/14㈰ 武道館創立記念
剣道大会

9:00～15:00
古賀西小

6/14㈰ 古賀市バスケットボール
総合選手権大会

9:00～17:00
市民体育館

6/20㈯ 市民
軽スポーツダーツ大会

9:00～12:00
市民体育館

6/21㈰ 第46回分館親善
バレーボール大会

9:00～17:00
クロスパル古賀

6/21㈰ 地域職域弓道大会 13:00～16:00
古賀中学校弓道場

6/21㈰
6/28㈰ 第37回職域野球大会

8:30開始
小野公園野球場　千鳥ヶ池公園野球場
問 楢橋　☎080-1779-2056

鹿部保育所 ☎943-6164
13㈬ 10:00～11:30 戸外遊び・ふれあい遊び 予 持水筒・帽子
五所保育園 ☎942-4422

火曜 9:30～11:30
園庭開放
（雨天時はピロティ下の砂場
で遊べます）

20㈬ 10:00～10:30 お誕生会（お楽しみ会） 予

花見光こども園 ☎944-1152
なし

花鶴どろんここども園 ☎943-5005

13㈬ 10:30～11:30 園庭遊び（しゃぼんだま） 予 持�水筒・手拭きタオル・
帽子

27㈬ 10:30～11:30 手作りおもちゃを作ろう 予 持�水筒・手拭きタオル・
帽子

ほづみこども園 ☎944-0467
12㈫ 10:00～11:00 あそびにおいで 予 持水筒

26㈫ 10:00～11:00 あそびにおいで 予 持水筒
庄ひかりこども園 ☎943-3531
7㈭ 10:00～11:30 園庭開放 予 持水筒・帽子・タオル

21㈭ 10:00～11:30 製作 予 持水筒
久保保育園 ☎942-3407
8㈮ 10:00～11:00 園庭開放 予 持水筒・タオル
花見あおぞら保育園 ☎940-2535
12㈫ 10:00～11:00 おもちゃを作ろう♪ 予 持水筒・タオル・帽子
舞の里バディ保育園 ☎942-2000
9㈯ 10:00～11:00 園庭開放 予 持水筒・タオル・帽子
恵あおぞら保育園 ☎946-3801

19㈫ 10:00～11:00 育児相談・園庭開放 予 持水筒・帽子・
　着替えなど

28㈭ 10:00～11:00 作って遊ぼう 予 持水筒・帽子・
　着替えなど

森のぽかぽか保育園（０～２歳児） ☎719-0501

19㈫ 10:00～11:00 保育園で遊ぼう 持水筒・帽子・タオル
　など

花鶴幼児園（０～２歳児） ☎940-2430
21㈭ 10:10～11:00 ふれあいあそび 予 持水筒・帽子・タオル

もよおし いつ
ブックスタート（４か月児） 8㈮ 親子ふれあい遊びなど　持引換券
離乳食教室【５か月～１歳】予 13㈬ 先着20組　持母子手帳、バスタオル、子ども用スプーン（あれば）
すこやか教室（母子健康手帳交付） 14㈭・28㈭ 持妊娠届出書、マイナンバーがわかる書類、筆記用具
７か月っこ広場 15㈮ 身体測定、育児相談、保護者の骨密度測定など
１歳誕生広場 18㈪ 誕生会、手形取りなど　持ウェットティッシュ
おもちゃの病院 11㈪ おもちゃの点検・修理　持初診料おもちゃ１個につき100円

ミニつどいの広場
【就学前の子どもと保護者】

定例 乳幼児親子の居場所です　※ どこ �学童保育所
土曜 9㈯・23㈯ 大きなホールでのびのび遊べます
ママ交流・パパ交流 22㈮・31㈰ ※ どこ �リ303

どこ もよおし いつ だ　れ

米
多
比
児
童
館

こめこめくらぶ

①シール遊び 7㈭

乳幼児と保護者 天候や人数により内容の変更あり
終了後17:00まで利用可

②戸外遊び・運動遊び 14㈭
③戸外遊び・運動遊び 21㈭
④ミニシアター 28㈭

こめっ子くらぶ
共同製作：�壁面飾り制作（折り紙制作　

藤の花）
個人製作：カード作り
プラバン・スライム

毎日 小・中学生 ホール内遊びのコーナーを設置

コ
ス
モ
ッ
ク
ス

乳幼児音楽あそび　ぽこあぽこ 12㈫・19㈫ 乳幼児と保護者 終了後14:00まで利用可

ぽぽっと
親子遊び

①一緒に遊ぼう 13㈬
乳幼児と保護者 終了後14:00まで利用可②おはなし 20㈬

③布おもちゃ 27㈬
エンジョイ事業 ポップアップカードをつくろう 9㈯ 小・中・高校生 持水筒

フ
ァ
ン

ノ
ッ
ク

ぴぃかぁぶぅ
①ふれあいあそび（わらべうた） 14㈭

乳幼児と保護者 15:00まで利用可
②戸外であそぼう（しゃぼんだま） 28㈭

いつ もよおし 場所・会費ほか
9㈯ 男子キッチン リ101　1,000円

9㈯ サロンコンサート
リ多目的ホール
【出演】日本民謡大久保会
　　　舞の里エトワールバレエ

13㈬ みんなで歌う
昭和歌声広場

歴史資料館　中会議室
1,000円

21㈭ バレエストレッチ リ204　1,000円

いつ もよおし
9㈯・16㈯・23㈯・30㈯ どようおはなし会
9㈯ 名画会 「誓いの休暇」88分

10㈰ 子ども映画会 「世界名作アニメ『ガリバー
旅行記』」76分

13㈬ 赤ちゃんおはなし会（０歳児対象・①②同内容）赤ちゃん絵本とわらべ歌
20㈬ 小さい子のおはなし会（１～３歳児対象） 絵本とわらべ歌

予：要予約　持：持ってくるもの　市：市役所　サ：サンコスモ古賀　リ：リーパスプラザこが　 どこ：場所　 だれ：対象　 申込：申し込み　 問 ：問い合わせ� ※４月８日時点の情報で作成しています。

児童館のもよおし� どこ �米多比児童館　☎946-3642　コスモックス（千鳥児童センター）　☎942-1244
ファンノック（ししぶ児童センター）　☎942-6628

児

そうだん相

子どものもよおし� どこ �サンコスモ古賀　申込・ 問 �子育て支援課　☎942-1515子

スポーツ協会月例会
※詳細はHPへ問 �スポーツ協会事務局　☎944-1825

ス

スポーツ協会行事ス

千鳥苑のもよおし� どこ �千鳥苑　☎943-2421千

図書館のもよおし� どこ �図書館　☎942-2561図

文化協会のもよおし� 問 �文化協会　☎944-2778文

認可保育所「わくわく体験くらぶ」� だれ �未就園児親子

◀イベント中止情報 ◀イベント一覧

※新型コロナウイルス感染症対策で変更することがあります。
　事前に各園にお問い合わせください。

※�新型コロナウイルス感染症対策で行事が変更になる
ことがあります。
　参加前に市ホームページなどで確認をお願いします。


